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西区社協だより

「やあこんにちは！」で取り上げたい西区内の人・団体・モノ等がありましたら、西区社会福祉協議会まで情報をお寄せください。

 

●被災された方より
　恐怖と不安にかられ、途方に暮れていました。今も恐怖心で一杯です。町内会の方、
ボランティアの皆さんのおかげで土砂撤去が進み、アスファルトが見えたときは、本当に
うれしく涙が出ました。ボランティアのパワーには感動しました。言葉では言い表せません。
感謝の気持ちで一杯です。

●町内会長より
　町内会で対応していましたが、限界があり、支援を頼みました。トイレ・手洗いをボランティ
アが使えるように、隣の町内会の集会所を手配しました。町内会同士の連携も、日頃の関わ
りからスムーズに運びました。また、日頃の隣近所の付き合いや町内での活動が、災害時に
功を奏するのだと思いました。

●安佐南区災害ボランティアセンタースタッフより
　派遣要請まで町内で対応されたと伺い、疲労はいかばかりかと推察しました。
役員の皆さんの心温まるサポートをいただき、何よりボランティアの皆さんから精一
杯のご協力をいただきました。土嚢運搬業者にも柔軟に対応していただきました。
各区から応援いただいている安佐南区スタッフとして、区を超えた支援ができまし
たことをうれしく思います。

今回の災害は、「他人事じゃない！」「ほっとけん！」「何かしたい！」の気持ちを持った方が多く、ボランティア参加や
義援金など、多くの協力をいただいています。

　平成２６年８月２０日（水）未明に発生した豪雨災害で、安佐南区・安佐北区では大きな被害が発生しました。
　西区でも、山の崖崩れがあったり、道路の崩落や土砂が堆積したり、被害がありました。
　三滝本町では、裏山が崩れ、家に土砂が流入し、車にも土砂が被ったお宅もありました。町内会長さんが
心配して、西区は災害ボランティアセンターを立ち上げていなかったため、安佐南区災害ボランティア
センターに支援要望をされました。
　ボランティア調整後、数十名のボランティアが土砂の撤去等活動しました。９月１日（月）～３日（水）の３日間
ボランティアが活動して、土砂の撤去はほぼ終わりました。

この広報紙は、(財)多山報恩会の助成金および共同募金配分金により作成しました。

豪雨災害 ～地域・ボランティアのつながり～豪雨災害 ～地域・ボランティアのつながり～

土砂で埋まった自家用車

ボランティアによる土砂撤去

8
20

　個人でできることには限りがあります。普段からの地域のつながり・助け合いが、災害
時など不測の事態で大きな力となります。そして、ボランティア・NPO等と連携すること
で、迅速に対応することができることを再認識できました。
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《寄付者・寄付団体ご芳名》＊順不同　（Ｈ２６年８月２１日～Ｈ２６年１１月30日）

原田　幸江様　　原田　　明様　　松山　節子様　　打越　　勲様
打越　富子様　　打越　文子様　　ひいらぎの会様
西区認知症の人と家族の会様　　　 まめの会様　　　力田　忠義様
カナリアの会様　 西区福祉まつり実行委員会様　
青野　法昭様　　西区ボランティアグループ連絡会様　　匿名５

平成２６年広島県大雨災害義援金
ありがとうございました 広島市共同募金会

西区分会受付分（　　　）
赤い羽根共同募金

ご協力ありがとうございました
（西区ボランティアまつり）

１１月２日（日）開催の「西区民まつり」で、西区社会
福祉協議会と西区ボランティアグループ連絡会
が「ボランティアまつり」を開催しました。赤い羽根
共同募金のPRと募金活動を行い、
合計１８，３７２円を募金いただきま
した。ありがとうございました。

西区社会福祉大会（記念式典）
　「緩和ケアとは？」の演題で、広島パークヒル病院　西広島ホ
スピス　ホスピス長の城仙泰一郎氏にご講演いただきました。
　「その人らしく生活をする」ことを大切に、そして、痛みなどの
コントロールなど医療ができることも含め、苦痛を解決すること
の重要さを語っていただきました（写真右）。

　区民の皆さんに知っていただく場として、ボランティア・福祉団
体・福祉施設等の交流やＰＲの場として開催しました。
　ステージコーナー、バザーコーナー、相談コーナー、食事コー
ナー、喫茶コーナー、体験コーナー、パネル・作品展示コーナー、
それぞれ盛り上がっていました。

＊大雨災害のため、抽選会を中止とさせていただきました。

餅つき・受付・喫茶コーナーに、大雨災害義援金箱を設置しました。
ありがとうございました。

西区社会福祉協議会会長表彰【地域福祉功労者】
記念式典では、以下の方々に表彰状を贈呈し、功績をたたえました（写真左）。
（順不同）
佐々木浩吉様　　増本　　功様　　越智　茂雄様　　寺田　　博様
椿　　孝夫様　　宮川　秋三様　　肥後　久雄様　　伊達　洋子様
臼田奈穂美様　　櫃田富美絵様

開催
10４土

第２８回西区福祉まつり～きんさい・みんさい・であいん祭～

合計３４，７６０円

天候にも恵まれ、約５００名の方に参加していただきました。天候にも恵まれ、約５００名の方に参加していただきました。

ありがとうございました！ありがとうございました！

ステージ発表の様子

親子で餅つき体験
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お財布
から

コロ コロ コロッと
愛が生まれます！！

みなさまのあたたかいお気持ち
は、西区内の地域福祉活動を推進
する貴重な財源として有効に使わ
せていただきます。

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会
（振込手数料不要の払込取扱票がありますので、本会にお問合せください。）

01350-9-16537郵便振替口座

ご寄付ありがとうございました
《寄付者・寄付団体ご芳名》

＊順不同（Ｈ２６年８月２１日～Ｈ２６年１１月30日）

西田　曻子様　　よかよか倶楽部様　　打越　勲様
The Extensive Charity Concert実行委員会様
菅井　直也様　　匿名2

ご加入ありがとうございましたご加入ありがとうございました
《賛助会員・特別賛助会員　加入者ご芳名》（Ｈ２６年８月２１日～Ｈ２６年１１月30日）

子育て
オープンスペース

西区地域福祉センター４階
毎月第１水曜日（祝日の場合翌週開催）
午前１０：００～１２：００
わぃわぃサークル

●開催場所
●時　　間
　　　　　
●支援グループ

●日　　時 平成２７年３月７日（土）　
 １１：００～１３：３０
●場　　所 おりづる作業所駐車場・
 夢トピア３階地域交流スペース
 （西区観音新町３丁目９－９）
●参 加 費 １人２００円
●持 参 物 エプロン・三角布・室内用履物
●定　　員 約１００名
 ※保護者・ヘルパーさんと一緒
 　にお申込みください。
●申込締切 2月20日（金）

問い合わせ
広島市西区社会福祉協議会 
TEL：082-294-0104

“子育てオープンスペース”ってなあに？

絵本の読みきかせ、手遊びなどなど。親子一緒に遊びましょう！
「子ども大好き！」なボランティアが集まり運営しています。

●安心して子どもを遊ばせる場が欲しい
●たくさんお友だちをつくりたい
●子育ての情報交換をしたい

1月7日(水)／2月4日(水)／3月4日(水)
今後の開催予定

※4月以降も毎月開催予定です。

※営利法人の場合は、法人税法第３７条による額が損金算入されます。
　個人の場合は、所得税法第７８条により寄付金控除が受けられます。

＜賛助会員＞
國保　典昭様　　久保田　守様　　水戸川　旭様　　打越　　勲様
長藤　　肇様　　蜜山　隆之様　　木戸　　壽様　　太田　正昭様
菅原　　博様　　一原　　寿様　　平松　　亘様　　奥久　俊行様
宮田　　隆様　　菅原　和子様　　畑中　義孝様　　脇坂　和伸様
横川　健壮様　　倉田　卓冶様　　阪本　　貢様　　村上　嘉寿様
桑野　栄子様　　橋川　　徹様　　椿原　俊憲様　　中村ヒデ子様
力田ユミ子様　　小松孔二郎様　　小川九人雄様　　米山　松雄様
月村　佳子様

＜特別賛助会員＞
大芝地区民生委員児童委員協議会様 三篠地区民生委員児童委員協議会様 鈴が峰地区社会福祉協議会様
草津地区民生委員児童委員協議会様 三篠地区社会福祉協議会様 井口台地区民生委員児童委員協議会様
特別養護老人ホームくすの木苑様 西区地域女性団体連合会様 己斐上地区民生委員児童委員協議会様
南観音学区社会福祉協議会様 井口台地区社会福祉協議会様 庚午地区民生委員児童委員協議会様
己斐地区民生委員児童委員協議会様 観音地区民生委員児童委員協議会様　　ひかり保育園様　　
福島地区民生委員児童委員協議会様 西区老人クラブ連合会様 天満地区社会福祉協議会様
南観音地区民生委員児童委員協議会様

賛助会員 1口=2,000円 個人対象個人対象
特別賛助会員 1口=5,000円 企業・団体等対象企業・団体等対象

※何口でもご加入いただけますご加入いただくには

ピクニックひろば 障害児・者交流事業障害児・者交流事業

～もちつき～ 参加者募集～もちつき～ 参加者募集

申し込み・問い合わせ
広島市西区社会福祉協議会
TEL ０８２－２９４－０１０４
FAX  ０８２－２９１－７０９６

そんな子育て中の親子が、
気軽に参加できる“親子の交流”の
場が「オープンスペース」です。
※参加費無料・時間内であれば出入り自由

＜一般寄付＞
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■編集・発行 

社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会
　　　　　　　広報委員会 
〒733-8535

  

広島市西区福島町二丁目24番１号
西区地域福祉センター４階

TEL 082-294-0104
FAX 082-291-7096
E-mail : nishi@shakyohiroshima-city.or.jp
ホームページ
http://www.shakyo-hiroshima.jp/nishi
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弁護士無料法律相談

てんかん発作のある中学生男子です。発達の遅れがあり、病院に通い
ながら、ボランティアさんに支援いただき、リハビリを行っています。

中学生男子生徒の
リハビリのお手伝い

ボランティア
募集！

精神保健福祉ボランティア入門講座精神保健福祉ボランティア入門講座
～こころの病のある方々のグループ活動へのボランティア募集中！～

●定　員　２０名（定員になり次第締め切り）　●参加費　無料
●共　催　やさしい手ボランティアグループ「ラッコの会」
　　　　  西保健センター、西区社会福祉協議会

２月５日（木）
13：30～15：30
２月１２日（木）
13：30～15：30

２月2０日（金）
10：00～13：00

２月2７日（金）
10：00～13：00

３月５日（木）
13：30～15：30

①見学体験を振り返ろう　　 ②ボランティア活動者の話
③ボランティアグル―プの紹介  ④ボランティア活動をするうえで

地域での集いをのぞいてみよう
精神障害者のつどいソーシャルクラブ「なかよし会」にて見学体験

こころの病のある人の生活について～地域生活を支えること～

こころの病とは 草津病院
医師　矢田　博己　さん
地域生活支援センターふれあい
施設長　原田　葉子　さん

ソーシャルクラブ「なかよし会」
やさしい手ボランティアグループ「ラッコの会」

やさしい手ボランティアグループ「ラッコの会」
社会福祉協議会職員
西保健センター職員

講師等内　容日　時

①

②

③

④

※

選
択

広島市西区社会福祉協議会
TEL０８２-２９４-０１０４問い合わせ

●相  談  日　平成２７年１月２１日（水）１３:００～１６：００
●会　　場　西区地域福祉センター
●相談内容　弁護士による法律相談

親子関係、多重債務、破産、過払い金取り戻し、
土地のトラブル、離婚、相続、少年事件など

●定　　員　６名（1人３０分）
※事前予約必要※先着順※西区居住の方優先

●受付開始日　平成２６年１２月２２日（月）

広島市西区社会福祉協議会
TEL082-294-0104
FAX082-291-7096

申
し
込
み

申し込み 広島市西区社会福祉協議会
TEL０８２-２９４-０１０４／FAX０８２-２９１-７０９６

無料無料

●内　　容　５人で本人の手足を動かす体操リハビリ支援（ドーマン法）
　　　　　　※特別な資格は必要ありません。
●活動時間帯　月・水・木・金曜日　午後　３：００～ ４：００
　　　　　 土曜日 　　　　　　  午前１０：００～１１：００
※活動場所は西区高須です。月１回の支援でも構いません。

対象：外出・通院などで一時的に車いすを必要とする方
期間：原則２か月以内
※西区内の地区（学区）社会福祉協議会でも
　車いすの貸し出しを行っているところがあります。

広島市西区社会福祉協議会／TEL０８２－２９４－０１０４問い合わせ


